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LiuXiang Teacraft
以茶会友，茶人一家

和爱谦静

Come, join us in our tea journey where you get to see and
hear from our students and trainers from all over the
world !
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中国茶研究会＜NPO 中国茶文化協会主催＞
李自強先生と旅する
「福建省白茶と雲南省紅茶紀行」～
「茶芸と茶席の美学」

NPO 法人中国茶文化協会では、ど
なたでもご参加いただける中国茶研
究会を、年数回開催しています。
今回は当協会顧問の李自強先生を
お招きし、福建省と雲南省の旅にご
案内いたします。福建省福鼎市の太
姥山は、奇岩が見せる神秘的な景観であり、雲南省では光が織りなす世界
最大の元陽棚田へ訪れます。そん
な絶景の自然で育まれた福建省の
白茶と雲南省の紅茶を、近年の目
覚ましい発展の歴史から製造方法
に至るまでご紹介いたします。
後半は茶芸コンテストの審査員
も務める李先
生の「茶芸と茶席の美学」をお話いただきます。茶
席を作るうえでのポイントの解説や、LIVE での李先
生の茶芸も楽しめます。盛りだくさんな内容になっ
ていますので、楽しみにご参加ください！

●シンガポールより LIVE 配信
●李自強先生と旅する福建省・雲南省オンラインツアー
●李自強先生による茶席の作り方と LIVE 茶芸
●今回の講座用に特別に作成した小冊子(12 ページ)を事前送付
●先着 30 名様には李先生厳選の茶葉も送付いたします！
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日

時 ： 2021 年 6 月 26 日（土） 14:00-16:00

受 講 料 ： 一般 6,050 円（税込）、会員 5,500 円（税込）

＜小冊子付・先着 30 名様茶葉事前送付(茶葉送付は日本国
内のみ)＞
申込期間 ： 2021 年 4 月 1 日〜6 月 21 日
お申込み ：・NPO 中国茶文化協会のホームページ https://cha-tea.org/

（会員価格でのお申し込みはフォームの備考欄に会員番号
をご記入ください）
・お問合せ先 event@cha-tea.org
講

イベント受付係

師 ： 李自強宗師；
留香茶藝主宰,シンガポール茶芸協会創立・会長,
中国浙江農林大学茶文化学院終身客員教授,
世界茶連合会副事務局長,中国国際茶文化研究会栄誉理事,
中国普洱茶国際評鉴委員会評鉴委員, 2014 年アジア十大茶人
日本中国茶文化協会顧問,中国茶インストラクター協会顧問,

司会進行 ： 石上由紀；
Liu Xiang Tea Salon 東京サロン/名古屋教室主宰,
中国茶文化協会理事, 中国茶コーディネーター,
留香茶藝上級茶藝指導老師
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Invitation to PIKTI International E-Seminar

“ Tea in Our Healthy Lifestyle ”(Indonesia)

Master Lee Chee Keong of LiuXiang Teacraft Singapore and Mr Widjaja Surja
Kentjana were invited to share on Tea from the Healthy Life perspective, on 16May-2021.
The webminar was organized by PIKTI (Indonesia Traditional Health
Association). PIKTI is the holding organization of various associations of various
alternative healing styles (Tuina, Accupuncture, Arabic Healing Style/Tabib,
Indonesian Style, etc) in Indonesia. The session 160 participants were mainly
senior health practitioners themselves (doctors, shinses, tabibs, etc).
The session kicked off by having the Chairman of PIKTI sharing a
short introduction of Tea. Next was a sharing by Mr Widjaja on Chinese Tea
Appreciation, starting from the history, types of teas, their benefits, how to
identify good tea, how to purchase and store tea and last but not least the correct
brewing methods for different types of tea.
The next highlight was on Grandmaster Lee Chee Keong engaging the audience
with his in-depth knowledge on the advanced topic “Tea in Health Perspectives”
where he presented the major components and health benefits of tea, best
practices of drinking tea in the healthy way and pitfalls to avoid.
The session lasted 3 hours with interactive Q&A and closed by virtual
presentation of e-certificates to speakers.
Class of 294 : Widjaja Surja Kentjana
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中国茶活動報告

留香岡山 小西美和（100 期）

先般、4 月 30 日に岡山県倉敷市ライフパーク倉敷（生涯学習センター）にて
講座 「おうちでリラックス☆中国茶をたのしもう」（90 分）開催され講師として
参加。
☆経緯
今年 1 月に担当者から講師依頼、blog を見て連絡があった。
調理実習室にて 12 名。少し躊躇したが、蓋碗が沢山あるとの事で承諾した。
何度かメールをやり取りして企画内容・道具類の打合せをメールで行う。
広報や HP、担当の方が作ったチラシで募集したところ、予約が２0 名あり、抽選と
なった。
当日はコロナ対策を十分に施し実施された。
茶葉は地元に市販されて買えるもので工芸茶・ 鉄観音・黄金桂とお菓子を購入。
ちなみに材料費はお一人様千円で設定した。
☆講義の内容
レジュメ 3 枚に添って説明。手元は撮影してスクリーンに映していた。
・中国茶の分類と茶の産地の説明後、ピャオで工芸茶を出す。 蓋碗に淹れ直接飲
む飲み方を指導
・茶道具について ・淹れ方の三大要素 ・お茶の保存方法・おうちで楽しむため
のアイディアとディスプレイ
・蓋碗とコップで淹れ方をデモ後、各自実践。２煎目でお菓子を出す
・質問タイム、時間となり終了。参加者と片付け。アンケート
飲めなかった片方のお茶はお家用で持って帰って頂く。

☆アンケートの内容より
主婦の方が 7 割。

参加者の内訳：40 代から 70 代の方。9 割女性で、専業

日頃からセンターに通っている常連の方が多かった。
中国茶の知識がよく分か
り楽しかった、美味しか
った、海外の話が聞けて
良かった。また勉強した
い、家で楽しみたい等ご
意見を頂戴し、有意義な
時間を共有できた。この
ような大変な時期ならで
はの開催に主催側の細や
かな配慮があり、無事に
終了できて安堵した。市
民の方の関心の高さもあ
り、大変勉強になった。
以上
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タイ北部に広がる美しい茶畑

緑が美しい茶畑
The beautiful view of the tea leaves.

タイの首都バンコクから飛行機と車で２時間あまり北へ向かうと、ゴール
デントライアングルで有名なミャンマー とラオス の国境近くにメーサロ
ン（Mae Salong ・美斯乐）というタイ最大の茶畑がある山岳地帯があり
ます。1000 m を超える山々が連なり、年中涼しい気候、豊かな水はけの
良い土壌など、お茶栽培に適した環境のこの一帯ではウーロン茶、緑茶、
紅茶など実に様々な種類の中国茶が製造されています。
タイ少数民族が住むこの地域では、もともとアヘンの原料となるケシを栽
培していました。しかし麻薬生産撲滅を目指し、タイ王室と台湾政府の支
援により農家はケシの栽培をやめ、台湾からの茶樹を植え、技術指導を受
けてお茶栽培を始めました。そのため春軟枝烏龍、金萱、四季春などがと
ても多く製造されています。
私がこの地を訪れたのはもう 10 年ほど前になりますが、道路沿いの素朴
なお茶屋さんで試飲させていただいたウーロン茶は本場、台湾に勝るとも
劣らない香り高い素晴らしいお茶でした。私がたくさん買い込んだのは言
うまでもありませんが、残念ながらタイ人はあまり中国茶を飲みません。
一年中暑いバンコク では街中至る所でお砂糖と練乳入りの甘いアイスミ
ルクティーが売られており、緑茶でさえもお砂糖入りです。
最近はメーサロンの山岳地帯にも SNS 映えするカフェがいくつかあるよう
です。輸出が主なタイの中国茶ですが、お洒落にパッキングされた中国茶
をカフェで買い求めるタイ人もこれから増えていくかもしれません。あた
り一面に広がる美しい茶畑を見ながらおいしいお茶を飲みにまた訪れたい
と思います。
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The beautiful landscape of tea leaves in northern Thailand
Heading 2 hours north from Bangkok, Thailand by plane and car, you will
find yourself at the border of Myanmar and Laos, where the golden
triangle lies. Near the border you will also find the biggest tea plantation
area in Thailand, Mae Salong. It is located in a mountainous area where
mountains can exceed 1000m in height. The cool climate and the nutrient
rich soil are very well suited for the many types of Chinese tea leaves
grown there, such as oolong tea, green tea and black tea.
The Thai ethnic minorities who live in this area used to produce opium
poppies, a type of plant used to create opium drugs. But in the efforts to
reduce drug production, the One Tambon One Product (OTOP), a project
backed by the Thai royal family and the Taiwanese government supported
the village so that they could stop the production of the drugs and instead
produce tea using tea plants imported from Taiwan. They also were given
technical guidance on how to properly grow and turn the tea leaves into
products which they can sell. This is the reason why 軟枝烏龍、金萱、四
季春 are mass produced in this area.
It has been 10 years since the last time I have visited this area, to this day
I still remember tasting the oolong tea made in the area in a quaint shop
alongside the road. The oolong tea tasted and smelled just like the ones
made in Taiwan, maybe even better. Needless to say I bought as many of
the tea leaves as I could, but sadly Thai people are not known to drink a
lot of Chinese tea. With the year round blazing hot climate it is not
surprising to see many ice milk teas and green teas with lots of sugar
being sold all around the city.
Lately there seems to be an increase in cafes aimed towards social media
posting in Mae Salong. Even though Thai Chinese tea is mainly made for
export, I hope the beautifully packaged tea leaves can attract new Thai
customers. I would love to visit again to have a cup of tea in front of the
beautiful landscape of tea leaves.
114 期

前田

祐見

茶畑の近くのお茶屋さん

タンパク質豊富な幼虫のお茶請け

Tea shops near the tea plantation

Protein-rich Larva served with tea.
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煎茶道から見る玉露の味わい方
私が煎茶道を始めたきっかけは、初めて煎茶道で玉露を淹れていただ
いた時の、そのほんのわずかな茶湯を口に含んだ瞬間の衝撃的な味わい
に、驚きと感動を覚えたからです。
一般の煎茶は中国茶と同じように、新芽がでてから茶摘みまでずっと
日光を浴びせて育てます。一方玉露は、茶樹によしずやわら、黒色の寒
冷紗で覆う被覆栽培で生産されます。最初に新芽が 1～2 枚開き始めたら、
遮光率 70～80％ほどの覆いをかけます。7～10 日後に更に遮光率を 95～
98％に高めて日光を防ぎます。こうして被覆をしてから 20 日後くらいが
茶摘みの時期となります。遮光をして光合成を抑えることによって、渋
み成分のカテキンの生成が抑制され、旨み成分であるテアニンの含有比
率が増えます。こうして手間をかけて作られることによって、ふくよか
な覆い香りとまろやかな旨みを持つ、鮮やかな緑色の玉露が生まれるの
です。参考までにかぶせ茶は、茶樹に覆いをしますが、玉露よりも期間
が短く遮光期間が茶摘み前 1 週間～10 日前後となっており、遮光率も玉
露より低く 50％前後なのが一般的です。そのため玉露のまろやかな旨み
と爽やかな煎茶の渋みを併せ持つお茶となります。
さて、煎茶と中国茶の違いで面白いと感じることがあります。中国茶
は皆さんもご存知のように、それはそれは多くの種類があります。お茶
を淹れるときは、お茶によって形の違う茶葉の量を調整し、高温から低
温まで茶葉に適した湯の温度を整え、茶葉に適した淹れ方でそのお茶の
美味しさを引き出していると思います。
一方私が学んでいる煎茶道売茶流の玉露点前では、毎回同じ玉露を淹
れてお稽古をします。煎茶道での淹れ方をごくごく簡単にご紹介すると、
茶銚（急須）にたっぷりの茶葉を入れ、50 度ほどのごく低い温度の湯を
茶葉が浸るほど注ぎ、ゆっくりと長い時間おいて、茗碗（茶杯）に丁寧
に最後の一滴がポトリと落ちるまでつぎわけます。中国緑茶と比べると、
多めの茶葉を低い温度で長い時間をかけて淹れます。こうしてゆっくり
じっくりと淹れることにより、強い旨みが感じられ、驚くほど甘くとろ
っとした玉露ならではの味わいを堪能することができるのです。
しかしながら、毎回同じ玉露を同じように淹れているつもりでも、
「ああ美味しい」としみじみと思えるように淹れるのは難しく、お茶を
淹れる難しさを改めて実感しています。同じ玉露でも淹れる人によって
も味わいが全く違います。何度も何度もひとつの同じお茶を淹れること
によって見えてくるものもあるのだなあということを実感し、煎茶道か
ら見るお茶の世界を学んでいます。
121 期

石上由紀
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My Tea Journey
My interest in tea started when I first visited China in the early 1990s. I saw my
relatives in Fujian drinking tea day and night. To them, tea was not just a
beverage, but their staple drink. I hardly saw them drinking any water. I vaguely
remember my dad having a collection of those tiny “zisha” teapots and brewing
tea in them back home. I told myself that when I got home, learning to brew and
drink tea was a skill I had to master.
Fast forward may decades later to 2016, I took up a course with Grandmaster Lee
Chee Keong in Singapore, my first formal tea teacher. I’ve never looked back
since. Before attending any tea class, I thought that tea was only a simple
beverage. What kept my interest in tea alive all these years was my dad’s
collection of teapots. I loved collecting tea ware from around the world, be it
English, Japanese or Chinese tea sets. Drinking tea was only a means for me to
play and enjoy my collection of tea sets. However, after my lessons with
Grandmaster Lee, my whole perspective of tea changed. I did not know that the
tea leaves that make up one simple cup of tea contained so much history and
culture. Up till now, 5 years later, I am still exploring and have so much more to
learn. With tea being such a fascinating subject, there is no end to this learning
journey for me.
Many people fail to understand what there is to learn about tea. Some think, “Isn’t
it just a simple process of pouring boiling water over some tea leaves?” But it is
so much more than that.
My teacher has not only taught us the history and culture behind tea, but also
exposed us to the cultivation, harvesting and processing of tea leaves – processes
that we got to experience hands on during visits all around the world.
In the classroom, he patiently taught us the various brewing techniques used for
different types of tea to draw out their own unique characteristics. We also learnt
to pick out the nuances in the tastes of the many types of teas available.
Through his teaching process, my teacher demonstrated to us that tea is a lifestyle
and is not just limited to cultural arts performances or events. Tea can be savored
with a group of friends, or just be a beverage drunk for thirst or for health. But at
the same time, tea staging can make it take center stage during any event.
Tea impacts so many aspects of our life. Just take the first step and sip a cup of
tea; the rest will unfold in time to come……
Class of 367 : Irene Er
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91 期

堀井美香（Liu Xiang 茶心 主宰）

My 茶園でのお茶づくり
私が住む滋賀県南は、唐代の中国より、日本に最初に茶が伝わり栽培された地区のひ
とつとして有力な地域です。８世紀に嵯峨天皇の勅令により、茶樹の栽培が勧められた
と伝わります。私のサロンにも、僅かながら、しかも竹やぶに共存して、茶の木が残っ
ています。樹齢ははっきりとはわかりませんが、植えられたのは少なくとも戦前のこと
です。以前は、家で製茶をしていたようですが、50 年近く放置されていました。近年、
少しずつ雑草や竹を整理して、茶の木を守るようにしてきました。
昨年からコロナ禍にあって、毎年春に企画していただいていた李宗師とのお茶の旅へ
行くことができなくなり、サロンの茶の木でのお茶づくりに力をいれています。
昨年はひとりで茶摘みをし、製茶をしましたが、今年は、生徒さんにもお茶づくりを体
験していただきたくて、製茶実習を始めました。百聞は一見に如かず、と申しますが、
茶摘みから製茶を体験し、自分で作ったお茶を自ら淹れることで、お茶に対する興味や
愛情も更に増すものです。
日本では、清明節の前後には、まだあまり芽を出しません。４月中旬以降から５月に
かけて茶摘みをすることができます。サロンの茶の木では、新芽の大きさや展開の状態
によって作る茶の種類を変えて、いろいろな茶種づくりを試みています。
小さな一芽一葉で、龍井風など釜炒りの緑茶をつくります。今年は、悶黄をして黄茶
づくりにもチャレンジしました。一芽二葉では紅茶をつくり、残った三、四葉は白茶に
したり、新芽がしっかり開いたら、開面采で烏龍茶をつくります。烏龍茶も、発酵時間
を変えたり、包揉をしたり、焙煎の程度を変えたりしてその変化を確認します。
サロンの茶の木は、完全に自然栽培で、竹やぶの中で色々なストレスに晒されている
ためとても香りが良いと感じています。また実から育った有性繁殖の木もあるため、変
異種が多いようです。なかなか面白いお茶ができます。また、庭の花々で、季節の花茶
づくりも楽しみます。いつか、李宗師はじめ、茶友の皆様にも私や生徒さんが作ったお
茶を味わっていただきたく、これからも、製茶技術を磨いていきたいと思っております。
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精行倹徳
自然の中に身を置いて、慎ましやかにお茶を淹れる

陸羽の茶経一之源にある「最宜精行倹徳」に触れて、公園で無我茶会を致しました。
季節のうつろい、草木のにおい、鳥のさえずり、川のせせらぎ…自然と対峙することに
よって感じることができるお茶の景色。お湯を入れた携帯ボトルとシンプルな茶道具を
持参して、カジュアルな設えで自由に味わう。

「茶は、3 割は口で感じて、7 割は体で感じて飲むと良い。」
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＊台湾・仙茶道（仙人茶）家元、藩 燕九先生が教えて下さった言葉です。

[精行倹徳］
常日頃からお茶を淹れて飲むことは養生（仙薬）となり、心身が清められ元気でいられ
る。

自粛規制が続く昨今、環境を整え、ソーシャルディスタンスを守りながら研鑽して行こ
うと思います。お茶が導いてくれた全ての出来事、全ての物、全ての人々に深く感謝し
て。

＊藩 燕九先生のご紹介：台湾で唯一の仙茶道（仙人茶）家元、茶藝師、書道家。

＜道家伝統の仙茶道点前＞
１，薬研で挽いた茶葉に、茶湯を入れながら更に細かく擂る
２，鼎の中へ、観賞荷の茶葉を大筆で入れる
３，茶葉の入った鼎に冷水を注ぎ、茶筅（琴型）で掻き混ぜる
４，茶杓（瓢箪型）でお茶を掬って、茶杯に注ぐ

103 期

徳本佳苗
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【お茶（Camellia sinensis）の成分レポート】
取手教室 西村眞由美
古来より、チャの樹から葉を摘んで、薬用・料理そして飲料と、現在も飲み続けられ
ているお茶、中国が起源とされるお茶の奥深い魅力にひかれ、毎日お茶とともに過ごし
ています。
中国茶の味と香りを最大限に楽しむ為には、そのお茶固有の作られた環境や性格を知
った上でそれに合った淹れ方をすることが大切です。それには次の三点を特に留意する
ことが必要です。
１．お茶を淹れるときの茶葉の使用量、湯の温度、浸出時間
２．緑茶、烏龍茶、紅茶等、製造方法や製造過程の発酵程度、焙煎程度の違い
３．茶樹により 小葉種、中葉種、大葉種、その他品種の違い
この他にもいろいろな要素により無限に変化する味と香りについて、なぜそのように
変化するのかを、茶葉の持つ成分面から検証しました。
お茶は植物科学的に見ても特異な存在であり、同じ属に分類される camellia 属の中で
も特殊な成分を含むとされています。現在までにお茶の成分は約 1,400 種発見されてお
り、その中から含有率の高い 3 つの成分、カテキン類・カフェイン・テアニンについて
レポートします。

1．カテキン類（渋み成分）

カテキン類は、自然界に 5,000 種類以上あると言われるポリフェノールの一種で、緑
茶中には茶葉全成分の 20~35％と非常に多く含まれています。
カテキン類は主として下記構造式に示す 4 種類があり、各々の構造式は右上のーＯＨ
基の数が 2 個又は 3 個による違い、同じく右下のベンゼン核の有無による違いにより分
類されます。
特に多く含まれるのが (－)エピガロカテキンガレート（EGCG）です。
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品種により含有量が変わります。 小葉種＜中葉種＜大葉種の順で、一般的に大葉種は
渋みが強く、緑茶は小葉種が主流の理由が理解できます。
また、全カテキン量は、夏に向かって上昇しますが、エピガロカテキンガレート
（EGCG）は葉の部位の芯芽と 1 葉に多く、２～４月に多く夏に向かい減少するといわれ、
茶摘みが、春に盛んに行われることがうなずけます。

カテキン類は、緑茶に多く、烏龍茶＞紅茶の順に減少します。その理由は、発酵工程
において茶葉中の酸化酵素により、カテキン同士が結合し、別の物質に変化するからで
す。
変化したテアフラビン類やテアルビジン類は、紅茶の水色紅色の成分です。
【効能】
カテキンの抗酸化作用により、下記のような健康効果・予防効果が期待されています。
・老化予防・免疫力向上・脳梗塞リスクの低下・認知症予防
・抗菌、抗ウイルス作用で風邪予防・コロナ予防も考えられます。
・抗ガン作用 ・コレステロールを下げる作用 ・血糖の上昇を抑える作用で糖尿病の
改善
・殺菌作用・抗菌作用 ・虫歯・口臭予防 ・肥満予防 等々です。

２，カフェイン（苦み成分）

カフェイン

カフェインが含まれる部位は、新芽、1～2 葉に多く、古葉には少ない。お茶の栽培時
に覆いをする玉露や抹茶には、煎茶に比べ 0.5～1％程度多く含まれています。また、カ
フェインは熱湯に溶けやすく冷水に溶け出しにくいのが特徴です。
カフェインを含む植物は、自然界には茶葉・コーヒー豆・マテ茶葉・コーラの実のわ
ずか 4 種だけで、これも特異的です。
窒素元素を持つアルカロイドを含む植物は麻薬など毒性のあるものが多いと言われて
いますが、カフェインには麻薬の様な習慣性がありません。
【効能】
カフェインには覚醒作用、強心作用、利尿作用があり、精神刺激薬として世界で広く
使われています。
このカフェインを含むお茶は飲料として珍重されています。
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3．テアニン（旨み・甘み成分）

テアニン

テアニンは遊離アミノ酸の一種で、お茶独特の旨みや甘みを引き出す成分です。大量
に含
まれる植物は、やはりお茶のみとのことで、お茶に含まれるアミノ酸の半分以上がテア
ニンです。茶葉に含まれるアミノ酸は、他にもグルタミン酸、アスパラギン酸、アルギ
ニン、セリンなどがあり、お茶の旨みにはこれらのアミノ酸に加えて、複数の成分が総
合的に寄与していると考えられます。
二番茶よりも一番茶、中でも初期の若い芽に多く含まれ、成熟した葉では極端に減り
ます。
お茶の栽培時に光を遮ることで増え、抹茶や玉露などの高級な緑茶に多く含まれていま
す。
【効能】
リラックス効果や血圧上昇抑制、脳機能や不眠などに対する効果も期待されています。

―以上―
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茶之艺的学后感
在中国传统文化中茶文化的历史悠久且文化底蕴深厚，
虽然我对茶文化的知之甚少，但有一句话，却深印在我的脑海
里，开门七件事，“柴米油盐酱醋茶”。可见茶与我们生活息息
相关，在日常生活中，客人来访时泡一壶好茶，以表对客人的诚
意欢迎以及尊敬。
几年前，无意当中接触到“留香茶艺”有了深刻的兴
趣。便开始跟留香的茶艺宗师李老师学茶艺。刚开始学留香的我
跟大部分人一样，在此之前并没有接触过太多相关于茶的知识。
只是小的时候看自己的外公外婆喜欢喝茶。

留香的茶艺精神是《和.爱.谦.静》
在和李老师学茶的过程当中，我真正的改变了自己。从
中感悟到，如何让自己的心从浮躁变为平静时，便可以发现生活
中很多美，这是个人的品质升华，泡茶时，每一个动作，每一次
心境都会影响到我们的生活，让我们受益匪浅。
茶艺并不是单纯的泡茶，品茶…… 酒满敬人，茶满欺
人，倒茶七分满是茶的基本常识，同时也寓意着我们做人要学会
保留和谦虚，做人做事，保留一份接纳别人对批评和建议的空
间，这会让我们拥有一颗包容的心，也能让人感受到我们平和与
人为善的态度。 茶艺是儒家思想中庸之道思想。中庸就是不偏
不倚，无过为不及之名，也正是留香的茶艺精神“和，爱，谦，
静”四道茶艺精神相融，我从中学到了茶艺可以让人达到一个高
的境界，他可以使人的生活壮态变得十分惬意。充分地发挥美的
一面。
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